
[1]国指定文化財 平成27（2015）年5月20日現在

名称 種別 指定年月日 所在地 所有者・管理者 公開状況

1 木造獅子狛犬 重要文化財（彫刻） 昭和23年4月27日 谷保5209 谷保天満宮 公開

2 木造扁額　額文「天満宮」 重要文化財　工芸品 昭和25年5月30日 谷保5209 谷保天満宮 公開

[2]都指定文化財
1 谷保天満宮社叢 都指定文化財・天然記念物 大正13年2月 谷保5209 谷保天満宮 公開

2 三田氏館跡 都指定文化財・旧跡 昭和19年3月 谷保6003ほか 個人 公開

3 伊藤単朴墓 都指定文化財・旧跡 昭和19年3月 青柳３３５ 個人 公開

[3]市指定文化財
1 谷保天満宮本殿　附棟札 市指定有形文化財・建造物 昭和46年6月1日 谷保5209 谷保天満宮 公開

2 谷保天満宮拝殿 市指定有形文化財・建造物 昭和46年6月1日 谷保5209 谷保天満宮 公開

3 谷保天満宮獅子舞 市指定無形民俗文化財 昭和46年6月1日 谷保5209 谷保天満宮獅子舞保存会 谷保天満宮例大祭にて公開
4 十一面千手観音坐像 市指定有形文化財・彫刻 昭和55年6月12日 谷保6218　 南養寺 非公開
5 不動明王坐像 市指定有形文化財・彫刻 昭和55年6月12日 谷保6218　 個人 非公開
6 阿弥陀如来坐像 市指定有形文化財・彫刻 昭和55年6月12日 谷保 個人 非公開
7 観世音菩薩坐像 市指定有形文化財・彫刻 昭和55年6月12日 谷保6231 個人・郷土文化館寄託 公開(郷土文化館常設展示室)
8 南養寺本堂 市指定有形文化財・建造物 昭和57年4月1日 谷保6218　 南養寺 公開

9 南養寺大悲殿 市指定有形文化財・建造物 昭和57年4月1日 谷保 個人 非公開
10 南養寺総門 市指定有形文化財・建造物 昭和57年4月1日 谷保6218　 南養寺 公開

11 南養寺鐘楼 市指定有形文化財・建造物 昭和57年4月1日 谷保6218　 南養寺 公開

12 南養寺庭園 市指定史跡 昭和57年4月1日 谷保6218　 南養寺 非公開
13 南養寺遺跡敷石住居跡 市指定史跡 昭和60年8月1日 谷保6218　 南養寺 非公開

14 古民家（旧柳澤家住宅） 市指定有形文化財・民俗 平成3年10月
泉5-21-20(旧所在地:青

柳502)
国立市 公開

15 顔面把手付土器 市指定有形文化財・考古資料 平成11年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市 公開

16 紡錘車 市指定有形文化財・考古資料 平成13年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 公開

17 人体文土器 市指定有形文化財・考古資料 平成17年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 公開

18 下谷保１号墳 市指定文化財・史跡 平成18年4月1日 谷保4205の1他 国立市 公開

19 旧国立駅舎 市指定有形文化財・建造物 平成18年10月26日 北1の14 国立市 解体保存中

20 四軒在家遺跡古墳出土品 市指定有形文化財・考古資料 平成21年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 非公開

国立市内の指定・登録文化財一覧表
※黄色部分は、今回取り上げたものです。



21 関鋳物師跡出土遺物 市指定有形文化財・考古資料 平成24年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 非公開

22 緑川東出土石器 市指定有形文化財・考古資料 平成26年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 非公開

23 下谷保９号墳出土遺物 市指定有形文化財・考古資料 平成27年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 非公開

[4]国登録文化財

1 一橋大学兼松講堂 国登録有形文化財　建造物 平成12年9月26日 中2-1一橋大学 国立大学法人一橋大学
大学構内は原則として関係者
以外立ち入ることができません

2 一橋大学旧門衛所 国登録有形文化財　建造物 平成12年9月26日 中2-2一橋大学 国立大学法人一橋大学
大学構内は原則として関係者
以外立ち入ることができません

3 一橋大学東本館 国登録有形文化財　建造物 平成12年9月26日 中2-3一橋大学 国立大学法人一橋大学
大学構内は原則として関係者
以外立ち入ることができません

4 滝乃川学園本館 国登録有形文化財　建造物 平成14年8月21日 谷保6312滝乃川学園 社会福祉法人滝乃川学園
原則として関係者以外立ち入
ることはできません

5 本田家住宅主屋 国登録文化財 建造物 平成23年10月28日 谷保5122 個人 非公開
6 本田家住宅薬医門 国登録文化財(建造物) 平成23年10月28日 谷保5122 個人 表から見える範囲のみ公開

[5]市登録文化財
1 青柳稲荷神社本殿 市登録有形文化財・建造物 平成14年4月1日 青柳236 青柳稲荷神社講中 公開

2 滝乃川学園礼拝堂 市登録有形文化財・建造物 平成15年4月1日 谷保6312　滝乃川学園 滝乃川学園
原則として関係者以外立ち入
ることはできません

3 谷保天満宮末社厳島神社附棟札 市登録有形文化財・建造物 平成17年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

4 谷保天満宮神楽殿　附棟札 市登録有形文化財・建造物 平成22年4月1日 谷保5210　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

5 旧日本興業銀行クラブハウス 市登録有形文化財・建造物 平成24年4月1日 西 個人 非公開

6 滝乃川学園鐘楼　附鐘 市登録有形文化財・建造物 平成27年4月1日 谷保6312　滝乃川学園 滝乃川学園
原則として関係者以外立ち入
ることはできません

7 津戸三郎為守画像 市登録有形文化財・絵画 平成26年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮
公開(日曜・祝日の午前11時か
ら午後3時。詳しくは谷保天満
宮にお問い合わせください。)

8 十一面観音坐像 市登録有形文化財・彫刻 平成11年4月1日 青柳238-6  青柳地蔵堂
青柳稲荷神社
代表　岩澤賢一

非公開

9 開山像 市登録有形文化財・彫刻 平成11年4月1日 谷保6218南養寺 南養寺 非公開

10 古社八幡宮御正体 市登録有形文化財・彫刻 平成11年4月1日 谷保7196 個人
公開　※個人の敷地にあたり、
原則的に立ち入ることはできま

11 阿弥陀如来坐像 市登録有形文化財・彫刻 平成12年4月1日 谷保5209　谷保天満宮
滝之院墓地管理組合(管理：
谷保天満宮)

公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　042-572-4247)



12 金剛界大日如来坐像 市登録有形文化財・彫刻 平成12年4月1日 谷保5209　谷保天満宮
滝之院墓地管理組合(管理：
谷保天満宮)

公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　042-572-4247)

13 十一面観音立像 市登録有形文化財・彫刻 平成12年4月1日 谷保5209　谷保天満宮
滝之院墓地管理組合(管理：
谷保天満宮)

公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　042-572-4247)

14 獅子頭 市登録有形文化財・彫刻 平成13年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮
公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　042-572-4247)

15 本田家鞍 市登録有形文化財・工芸品 平成13年4月1日 谷保 個人 非公開

16 佐藤家甲冑 市登録有形文化財・工芸品 平成13年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

個人(管理：くにたち郷土文化
館)

非公開

17 龍頭木型 市登録有形文化財・工芸品 平成14年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

個人(管理：くにたち郷土文化
館)

公開

18
きんす(「きん」は声殳の下に金、
「す」は子)

市登録有形文化財・工芸品 平成16年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開

19 谷保天満宮扁額(元禄三年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成18年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開
20 谷保天満宮扁額(明和三年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成18年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開
21 谷保天満宮扁額(安政二年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成18年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開
22 谷保天満宮扁額(天明元年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成18年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開

23 半鐘(天保十二年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成19年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市(管理：くにたち郷土文
化館)

公開(ただし事前に問い合わせ
をお願いします　042-576-
0211)

24 半鐘(大正九年在銘) 市登録有形文化財・工芸品 平成19年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市(管理：くにたち郷土文
化館)

公開(ただし事前に問い合わせ
をお願いします　042-576-
0211)

25 本田定弘家文書 市登録有形文化財・古文書 平成12年4月1日 谷保 個人 非公開
26 加藤家文書 市登録有形文化財・古文書 平成15年4月1日 石田 個人 非公開

27 佐藤康胤家文書 市登録有形文化財・古文書 平成16年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

個人(管理：くにたち郷土文化
館)

非公開

28 谷保天満宮古文書 市登録有形文化財・古文書 平成17年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開
29 西野家文書 市登録有形文化財・古文書 平成18年4月1日 谷保 個人 非公開
30 佐伯麟之助家文書 市登録有形文化財・古文書 平成20年4月1日 谷保 個人 非公開
31 三田敬次家文書 市登録有形文化財・古文書 平成20年4月1日 谷保 個人 非公開
32 矢澤一弘家文書 市登録有形文化財・古文書 平成21年4月1日 谷保 個人 非公開
33 佐伯友作家文書 市登録有形文化財・古文書 平成21年4月1日 谷保 個人 非公開
34 大田南畝歌扇面 市登録有形文化財・古文書 平成22年4月1日 中 個人 非公開

35 甲野勇氏資料 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館
非公開※見学を希望される方
は、郷土文化館までご連絡くだ
さい(042-576-0211)



36 神奈川県庁測定石 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市・くにたち郷土文化館 公開

37 久保の地蔵菩薩像 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保6218南養寺 南養寺 公開

38 千手観音供養塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保6218南養寺 南養寺 公開

39 血文阿弥陀如来石塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

40 融通念仏盟約塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保5217  滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

41 五智如来(像塔・文字塔) 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保6792-1 五智如来講 公開

42 常夜燈(下谷保) 市登録有形文化財・歴史資料 平成11年4月1日 谷保5118先 下谷保町会 公開

43 常夜燈(久保) 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日 谷保6218南養寺 南養寺 公開

44 常夜燈(青柳) 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日
青柳244－1(青柳福祉セ
ンター前)

青柳稲荷神社氏子代表 公開

45 高札 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市(くにたち郷土文化館) 公開

46 延文の板碑 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮
公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　42-572-4247)

47 滝之院板碑 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日 谷保5217　滝之院 個人
墓地内の個人の墓域ですの
で、原則として関係者以外の立
ち入りはご遠慮ください。

48 滝之院庚申塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

49 江戸街道庚申塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日 西3-6-3 個人 公開

50 本田道庚申塔 市登録有形文化財・歴史資料 平成12年4月1日
谷保5066　下谷保地域防
災センター

下谷保町内会(有志) 公開

51 谷保天満宮燈籠 市登録有形文化財・歴史資料 平成13年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

52 滝之院不動明王 市登録有形文化財・歴史資料 平成13年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

53 遠藤由晴墓 市登録有形文化財・歴史資料 平成14年4月1日 谷保5217　滝之院
個人(管理：滝之院墓地管理
組合)

公開

54 筆塚 市登録有形文化財・歴史資料 平成14年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

55 廻国供養石燈籠 市登録有形文化財・歴史資料 平成14年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

56 アップライトビアノ 市登録有形文化財・歴史資料 平成15年4月1日 谷保6312　滝乃川学園 滝乃川学園
公開(ただし、公開日程に関し
ては滝乃川学園にお問い合わ
せください　042-573-3950)

57 聖観音立像(墓塔) 市登録有形文化財・歴史資料 平成16年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

58 石橋供養塔(滝之院) 市登録有形文化財・歴史資料 平成16年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

59 石橋供養塔(青柳) 市登録有形文化財・歴史資料 平成16年4月1日
青柳244　青柳福祉セン
ター前

青柳稲荷神社　講中 公開

60 石橋供養塔(矢川橋) 市登録有形文化財・歴史資料 平成16年4月1日 谷保6792-1 個人 公開

61 馬頭観音塔(滝之院・寛政元年在銘)市登録有形文化財・歴史資料 平成17年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

62 馬頭観音塔(青柳・嘉永二年在銘 市登録有形文化財・歴史資料 平成17年4月1日
青柳244　青柳福祉セン
ター前

青柳稲荷神社　講中 公開



63 馬頭観音塔(滝之院・文久二年在銘)市登録有形文化財・歴史資料 平成17年4月1日 谷保5217　滝之院 滝之院墓地管理組合 公開

64 勅許御鋳師文書箱 市登録有形文化財・歴史資料 平成19年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

個人
公開(ただし、見学を希望される
方は、事前にお問い合わせ下
さい　042-576-0211)

65 手水石(安政三年在銘) 市登録有形文化財・歴史資料 平成19年4月1日 青柳238　青柳地蔵堂 青柳稲荷神社　講中 公開

66 廻国供養塔(正徳二年在銘) 市登録有形文化財・歴史資料 平成20年4月1日 谷保5227滝之院
個人(管理：滝之院墓地管理
組合)

公開

67 廻国供養塔(正徳六年在銘) 市登録有形文化財・歴史資料 平成20年4月1日 谷保5227滝之院
個人(管理：滝之院墓地管理
組合)

公開

68 安楽寺天神画像版木 市登録有形文化財・歴史資料 平成22年4月1日 谷保5227滝之院
個人(管理：滝之院墓地管理
組合)

非公開

69 谷保天満宮天神画像版木 市登録有形文化財・歴史資料 平成23年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開

70 有栖川宮威仁親王殿下台臨記念碑 市登録有形文化財・歴史資料 平成23年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

71 孝林道人詩碑 市登録有形文化財・歴史資料 平成23年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

72 三郎殿 市登録有形文化財・歴史資料 平成24年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

73 獅子神社 市登録有形文化財・歴史資料 平成24年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 公開

74 馬頭観音(下組　安政五年在銘) 市登録有形文化財・歴史資料 平成26年4月1日 谷保4084　共同墓地内 個人 公開

75 谷保天満宮略縁記版木・典籍 市登録有形文化財・書籍典籍 平成15年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開

76 扁額「梅香山」「安楽寺」 市登録有形文化財・書籍典籍 平成16年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮
公開　(公開日程に関しては谷
保天満宮にお問い合わせくだ
さい　42-572-4247)

77 坂下ほうぞう倉共同用具 市登録有形民俗文化財 平成12年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

国立市(管理：くにたち郷土文
化館)

公開　ただし、常時公開されて
いる資料ではないので、見学を
希望する方は事前にくにたち
郷土文化館までお問い合わせ
ください。042-576-0211

78 祭礼幟旗 市登録有形民俗文化財 平成13年4月1日
谷保6231
くにたち郷土文化館

青柳稲荷神社 公開

79 祭礼幟(弘化四年) 市登録有形民俗文化財 平成15年4月1日 谷保5209　谷保天満宮 谷保天満宮 非公開

80 清水の立場(茶屋跡) 市登録史跡 平成11年4月1日 谷保5827 個人 公開

81 本田家住宅 市登録史跡 平成22年10月1日 谷保5122 個人 非公開(個人の敷地です)


